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令和３年度（第６０回）総会は新型コロナウイルス感
染症（COVID-19）の拡大により中止となりました
会長ご挨拶

会長

武田 清直

皆さまいかがお過ごしでしょうか。まだまだコロナ感染オミクロン株の拡散が落ち
着かない状況です。
本会も事業運営・活動に大変苦労しながらも学校と連係を取りながら運営しており
ます。奨学金も生徒達に有効利用して頂いております。
さて、本会もコロナ感染症の影響で既に二回の総会の中止を余儀なくされました。
しかしながら会務運営にはどうしても総会での決議案の議決採択の必要があります。
そこで５月２７日に皆さまには大変失礼とは存じますが、飲食抜きでの総会を開催す
る事といたしました。是非ご協力をお願いいたします。
不安な世界状況ではありますが、本会役員一同会員の方々のご協力いたきながら精
一杯頑張って参ります。
最後に皆さまの益々のご健康とご繁栄を心よりお祈りいたします。

東京修学旅行

教頭

松井 寛之（18 回生）

令和 3 年度に同窓会よ
り寄贈した体温測定機
器 2 台のうち 1 台

新型コロナウイルス感染症の猛威は、幾度かの感染拡大の波を経てもなお収束の見通しが立って
いない状況にあります。その中で本校修学旅行について令和２年度は中止、令和３年度も九州など
の遠方へ出かけると「もし生徒が感染したら東京に戻ってこられない」というリスクを背負うこと
となり、実施は現実的ではない状況でした。そんな状況の中で、本校の同窓生でセルリアンタワー
東急ホテルの総支配人である八木進午さんに相談したところ、
「是非うちのホテルを使って」と本校
生徒・教員約５００人の宿泊を快諾していただきました。ちなみにセルリアンの副総支配人渡邉昇
一郎さんも本校の同窓生です。こうして超高級ホテルに泊まっての都内での修学旅行が実現しまし
た。２泊３日で見学地はディズニーリゾートや八景島シーパラダイス、夕食は東京湾シンフォニー
クルーズなど…。万が一感染したとしても、いつでも保護者から迎えに来てもらえます。修学旅行
というと様々な武勇伝をお持ちの先輩諸兄からは、そんな高級ホテルに高校生が泊まって大丈夫？
と心配されたかと思いますが、今の櫻高生は皆お行儀がよく真面目で、夜中に騒ぐ子なんて全くい
ません！生徒たちはこれまでと異なる修学旅行を満喫し、お礼の手紙を部屋に書置きする生徒もた
くさんいました。日櫻同窓生のお力にただただ感謝している次第です。
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コロナ巣ごもりに思う

同窓生から

11 回生

中浦 秀和

今年も、元校長の作山隆先生から「ご家族や心を許せるお友達と幸せに・・・。」ととてもお
心の籠った年賀状をいただき感激しました。
平成２０年（2008 年）、校長に就任された先生は、同窓会報に「生徒には、自分の子と同じよ
うに接する・・・」と述べています。そして、在任期間中に本校の資金のみで新校舎を竣工。大河
内隆先生はじめ多くの教職員や同窓生から人望を集めていました。
鉄道部ＯＢ会が、2010 年から６年間「櫻高祭」に特別参加させて頂いた際も、武田会長や同窓
会の皆様と共に、並々ならぬお力添えを賜り、年月が流れた今でも、心からの感謝の気持ちを、
日に日に新たにしております。
先生から、現在癌のため闘病中と伺い、心からご快癒をお祈りいたします。
お手紙に「手術してからは友人や隣人に会うと、内視鏡検査やマンモ検査の大切さを伝えてお
り、多くの人たちが検査を受けてくれました。」と記されており、周囲の方々への優しいお心遣
いに感動しました。
また、在学時代の恩師や、武田会長、同窓会の皆様への深い感謝の気持ちを、このコロナの巣
ごもりの中で、改めて噛みしめている今日この頃です。

高校教員／教職員異動報告
転出

２名

石井秀昌（いしい
西田崇志（にしだ

転入

４名

金子貴仁（かねこ たかひと）数学科【←日大高】
山﨑勝紀（やまさき かつのり）保健体育科【←日大習志野】
佐藤理絵（さとう りえ） 英語科【←日大豊山女子】
田中忠司（たなか ただし）情報科【←日大高】

新規採用

３名

ひでまさ）保健体育

【→日大習志野】
たかし）英語科 【→日大高】

中本 のぞみ（なかもと のぞみ） 国語科
千葉 幹彦（ちば みきひこ） 地歴公民科
徳永 磨樹（とくなが まき） 英語科

叙
旭日双光章（令和３年春）
７回生 （昭和 43 年卒）
吉川屋 代表取締役

畠

隆章

氏（71）

（一社）日本旅館協会理事

功労

－

観光事業振興

*年齢は発表時のもの

勲
旭日中受章（令和３年秋）
７回生 （昭和 43 年卒）
医学博士(日本大学)

矢ヶ﨑 雅

氏（73）

（学）松本歯科大学理事長

功労

－

私学振興

*年齢は発表時のもの
＊同窓生の叙勲情報をご存知の方は同窓会ま
でお知らせください。

日本大学櫻丘高等学校同窓会

令和４年（2022）4 月 26 日

令和３年度卒業生

会報

第 52 号(3)

大学進学状況

（注:会報編集時点での数字ですので最終数字ではありません）

第６０期

理事会報告

第 60 期理事会は、令和 4 年 3 月 26 日、母校において、
感染防止に配慮して開催されました。主な審議内容は、
新型コロナ対策及び学校への支援、年間活動方針、総会
の開催、会報編集、予算・財務等です。
理事・役員
名誉会長：大木治久（校長）
会 長：武田清直（5 回生）
副会長：松井寛之（教頭）
、
水口均（会計兼務：11 回生）、
平尾剛人（12 回生）
専務理事：松倉宏治（14 回生）
理 事：岡村直樹（6 回生）
、平野雄二（12 回生）、
室橋芳行（15 回生）、吉田滋（16 回生）、
東海林啓造（18 回生）、田谷真（20 回生）、
五十嵐理香（27 回生）、武田直丈（34 回生）、
山下亮（39 回生）、佐伯雄一（39 回生）、
井部和正（44 回生）、志村 卓哉（46 回生）
会計監査：城田勲（1 回生）
、牧村正治（4 回生）

奨学基金選考委員会
令和３年度同窓会奨学基金選考委員会において、理事会での決定に基づき新型コロナ禍での経済
的事情なども勘案しながら、厳正に審査をし、６名を選抜しました。
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日本大学櫻丘高校同窓会第 60 期（令和３年度）会計・財務報告
会計年度（令和 3 年 4 月１日～令和 4 年 3 月 31 日）
＊会計監査前の数字ですのでＨＰにて最終決算をご確認ください。

告知

総会のみの開催ですが新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、出
席される方につきましてはワクチンの２回以上接種を済まされて
いる方に限らせていただきます。

同窓会総会

日本大学櫻丘高校同窓会定期総会を下記の通り開催い
たします。ご来場の際にはマスク着用のうえ体温を確認
してご参加下さい。
日

第６１回

会

５／２７
（金）

会
内

時：令和４年 5 月２7 日（金曜日）
特 別 講 演
今回は中止させていただきます。
総
会
午後 7 時 00 分～7 時 40 分
場：渋谷エクセルホテル東急 6Ｆ プラネッツ（渋谷マークシティ内）
渋谷区道玄坂１－１２－２
費：懇親会は行いませんので 無料 といたします。
容：第１部 総 会 会計報告、役員承認、その他
第２部 懇親会 今回は中止させていただきます。

＊新型コロナウイルスの状況によっては中止となる場合もござい
ますので事前に同窓会のＨＰにてご確認ください。

同窓会ＨＰアドレスはこちらです

http://www.sakura-doso.org

